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質の高い医療をめざします

お手持ちの携帯電話でも当院の診療情報の一部がご覧いただけます。

にしさいたまちゅうおう
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新

年

挨

独立行政法人国立病院機構

拶
西埼玉中央病院

院長

池内

健二

新年あけましておめでとうございます
昨年は大変お世話になり、ありがとうございました。心より感謝申し上げます。
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
昨年は近隣の先生、医師会の先生のおかげをもちまして地域支援病院を取得いたし
ました。10年前には10％であった紹介率がようやく60％を超えることが出来、地
域支援病院が取得できました。本当にありがとうございました。この名前に恥じない
院

長

ような病院を作り今まで以上に地域医療に貢献できるように、地元の皆様に安心して
頂ける医療を目指して職員一丸となって努力していきます。今年も昨年同様、それ以
上に地域医療への貢献を目指して頑張りたいと思います。
可能な限り患者さんの受け入れを断らない病院を目指していきたいと思っていま
す。もちろん西埼玉中央病院での対応が出来かねる場合もあります。それでもなんと
か近隣の先生と連携を密にして充実した医療を目指していきます。埼玉西部地区の医
療はまだまだ充実させなくてはならない問題が多くあると認識しています。少しずつ
であっても確実に改善できればと考えています。
また昨年の秋から血管造影装置を新しくすることが出来ました。さらに循環器内科
の診療部が毎日の当直がこなせるようになり心筋梗塞など心疾患の患者さんを毎日受
け入れる体制が整いました。何かありましたらご一報頂けましたら幸いです。
しかし残念なこともありました。それはNICU、GCUの休止です。いろいろな事状
があったにせよ休止となったことがとても残念でなりません。皆様には本当にご迷惑
をおかけいたします。当院はあきらめることなくこれからも医師確保に努め、なんと
しても再開を目指していきます。
平成22年における西埼玉中央病院病の病棟新築により、ある程度の医療環境は改
善されました。しかしまだまだ満足することなく確実によりよい医療環境の提供を目
指して地域の皆様の安心を守りたいと思います。困ったら、西埼玉中央病院にいけば
なんとかなるよねと言って頂ける病院を作りたいと思っています。その夢の実現のた
めにも医療連携を通して地域医療の貢献に務めていきます。医療連携室のあり方を絶
えず見直し、すこしでも安心して連携できる病院を目指します。地域医療連携の強化
として昨年から試験的に行って来た、検査、診療の予約方法の確立を目指してさらに
検討していきます。
西埼玉中央病院職員一丸となって地域医療を支えさらに発展させるべく努力してい
きます。
今年もどうぞご理解ご支援を賜りますようにお願い申し上げます。
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新任医師紹介

整形外科医師

荒川翔太郎

外科医師

岩崎

泰三

この度平成25年より国立病院機構西埼玉中央病院に勤務させていただくことになりました荒
川翔太郎と申します。私は東京都出身で長野県の信州大学を卒業後、東京慈恵会医科大学整形
外科学講座に入局いたしました。昨年までは同じ国立病院機構の宇都宮病院で働かせていただ
いておりました。大学ではラグビーをしており、トレーニングの勉強をするにつれ整形外科に
興味を持ち、整形外科医の道を志すに至りました。
当院では外来診療や病棟業務、骨折などの外傷を中心とした手術を担当させていただきます。
整形外科は肩や肘、手、股関節、膝、足、頚椎や腰椎など、それぞれに専門性が高く幅広い知
識が必要であり、日々精進したいと思っております。
腰痛や膝痛など、整形外科的な症状を訴えられる患者さんが元気に日々を過ごせるように、
また骨折などの怪我をされた方々が少しでも早く社会復帰できるように、精一杯お手伝いさせ
ていただきたいと考えておりますので、どうぞ気軽にご相談にいらしていただければと思いま
す。今後ともどうぞよろしくお願い致します。
Ｈ25年1月から西埼玉中央病院外科で勤務しております岩崎泰三です。
私は以前にも当院で働かせていただ事があり、今回で二度目の勤務です。
当時は新棟を建設中で、外壁が完成するくらいに異動になった記憶があります。
新入院病棟、新手術室で心新たに働く一方で、外来棟は以前と変わらぬ佇まいであり、ほっ
としながら外来診察をさせていただいています。
上部消化管腫瘍を中心に、肝臓・胆嚢・膵臓・大腸・直腸腫瘍、鼠径ヘルニア、痔核、粉瘤、
脂肪腫etcetcの疾患を診察させていただきます。また癌に限って述べさせていただくと、様々
な治療法が近年は確立されてきていますが、早期発見・早期加療に勝るものはありません。お
困りの症状、気になる症状があれば、はやめに外来受診し、ご相談いただければと思います。
よろしくお願い致します。

4 階病棟紹介
4階病棟は循環器内科・脳神経外科混合病棟です。スタッフは循環器内科医師6名、脳神経外科医師2名、
看護師31名、看護助手3名、医師事務助手1名です。循環器内科医は24時間体制で入院中の患者様の対応や
治療を必要としている地域の患者様の緊急入院の受け入れを行っております。
病床数は50床で一般病床46床とハイケアユニット4床を備えており、高度治療を必要とする患者様から
回復期・慢性期の患者様まで幅広くケアさせていただいています。
ハイケアユニットは緊急治療が必要な急性心筋梗塞の治療、高度な技術と知識を必要とする人工呼吸器や
補助循環装置を使用する重症心不全治療、脳神経外科における全身麻酔下の手術後の治療などに対応できる
病床です。多くの医療機器に囲まれた環境は、患者様だけで
はなくご家族もとても不安に感じられると思います。私達は
治療だけではなく患者様やご家族の心に寄り添うケアを目指
しています。
一般病床では急性期から回復期・慢性期の治療を行ってお
ります。薬物療法やリハビリテーションなどが中心です。薬
剤師や理学療法士、作業療法士、退院調整部門のスタッフな
ど他職種と協働しながら患者様が退院後も病気と上手く付き
合いながらその人らしく過ごせることを願い、患者様やご家
族と共に生活や療養について考え支援させていただいており
ます。
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私達の役割は、患者様自身やご家族が持っている力を引き出すためのお手伝いをすることです。その力を
もっと引き出すことができるよう、これからも日々研鑽していきたいと思います。そしてより一層チーム力
を高めスピーディーにかつ安全・安楽な医療を提供できるようスタッフ間の協力体制を図っていきます。

クリスマスコンサートを終えて
埼玉県立所沢西高等学校

吹奏楽部部長

玉田

尚子

こんにちは！所沢西高校吹奏楽部です。私たちは1年生33人、
2年生29人の合計62人で
「常に本気」をモッ
トーに日々活動しています。62人と、とても大人数ではありますが、部員全員が家族のように仲良しです！
先日はお招きいただきありがとうございました。まだまだ未熟な私たちの演奏でしたが、少しでも楽しん
でいただけたなら、とても嬉しく思います。今回演奏させていただき、
「私たちが楽しめば、お客様にも楽し
んでいただける」ということを学ぶことができました。とくに「こどものうた」では、演奏中、部員一同笑
顔で、楽しく演奏していると思っていると、みなさんも私たちと同じように一緒に歌い、手拍子をし、会場
が１つになったような気がしました。中には泣きながら手拍子をしてくださる方がいて、
「私たちの演奏で感
動してくださる方がいらっしゃる」ということがとてもうれしかったです。
私たちは日ごろ、コンクールに向け練習していま
すが、この演奏会を通して、ただ上手な演奏をする
だけではなく、
「どのようにお客さんに伝えるかが
１番大事」ということを実感しました。今回学んだ
ことを、これからのいろんな演奏会、発表会で生か
していき、そして、お客さんを感動させられるよう
な、楽しんでいただけるような演奏がまたできるよ
うに、部員一同楽しみながら、これからの練習に精
一杯励みたいと思います。まだまだ未熟な私たちで
すが、これからもかわらぬご支援、ご協力をよろし
くお願い致します。本当にありがとうございました。

市民公開講座を終えて
副看護師長

若林千香子

12月7日（金）西埼玉中央病院教育研修棟において市民公開講座を開催しました。
今回は、「冬場に流行る感染症対策 正しく知ろう インフルエンザ、ノロウイルス」というテーマで、坂
木晴代感染症看護専門看護師による講演を行いました。寒いこの季節に猛威をふるうインフルエンザ、ノロ
ウイルスから自分や家族を守るために何ができるのか、もしかかってしまったらどうすればよいか正しい知
識を知っていただくために企画しました。最近は、ノロウイルスを中心とした感染性胃腸炎の流行が新聞や
ニュースで取り上げられていますように、当院の小児科外来にもたくさんの患者様がご来院されています。
小さなお子様が感染した場合どんなホームケアが必要か、また受診の目安などについても講演し、手洗いや
マスクの使用についての模擬体験も行いました。
今回も、小さなお子様がいても気軽に参加できるよう、子供向けDVDや絵本などを準備し、オムツ交換や
休憩できるスペースを設けました。当日は、地域の保育士さんも含め、13名（そのうちお子様5名）のご参
加をいただき、盛況のなか無事終了いたしました。終了後のアンケートでは「手洗いの仕方、手袋の脱ぎ方
など実践できてとてもためになりました。
」
「子連れで参加できるのでとても嬉しかったです。
」などの感想を
いただきました。
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放射線科Q＆A

診療放射線技師の業務ってなにしているの？
MRI偏
MRI 担当専任者

主任診療放射線技師
診療放射線技師

阿部

黒崎
阿部

栄治
優

Ｑ：
阿部氏：よく診療放射線技師の方ってどんな仕事をしているのですか？また、装
置の決まったボタンを押しているだけなのですか？といったお話をききます。そ
こで今回は実際にMRI検査の責任者をされている黒崎栄治主任にお話しを聞いて
みたいと思います。
今回のテーマがこれから、診療放射線技師を目指される方や社会的な認知の向上
につなげられたらと考えます。それでは黒崎栄治主任よろしくお願いします。

優氏

Ａ：
黒崎氏：今回はMRI検査の場合について、お話しを進めて行こうと思います。
御指摘のように検査は毎回、決まった開始ボタンを押して始めます。しかし、そ
のボタンを押すには様々な知識と経験が無いと恐ろしくて押せません。実際検査
するには、解剖学など医学的知識や装置の原理を知らなければ装置を使用する事
が出来ません。特にMRI検査では通常の検査を行いながらも、病気によっては追
加検査を行う事が珍しくありません。外来の患者さんでも検査中に病気を見つけ
黒崎栄治氏
た場合、内容によっては先生を呼び、緊急入院になるケースも珍しくありません。
また、病気を見つける為には、その病気の画像を知らなければ検査も出来ませんし、画像を見ていても良い
のか悪いのか解らなければスイッチマンに成ってしまいます。
通常、MRI検査は20〜30分と検査時間が長いです。それでいて動きには非常に弱い検査ですので、出来る
だけ早く検査を終わらせなければいけません。その場合は検査内容を組換えたり、プログラムを変更したり
しなければなりません。心臓や腹部など動いている部位の検査は心電図を利用したり、呼吸しながらや、息
止めをしたりなど色々と組合せて検査を行っています。
MRI検査は他の検査に比べてアーチファクト(疑似画像)の発生が起こりやすい検査です。しかし、アーチファ
クトの原因が何なのか解らなければ、対処も出来ません。さらにMRIに限らず我々
が使用する装置は撮影の設定を変える事により、撮影時間の短縮が出来たり、よ
り良い画像、より良い検査を行う事ができるようになります。
我々、診療放射線技師はボタンを押すと言う単純な仕事をやっているだけのよう
に思えるかもしれませんが、多くの知識や経験のもと、責任を持って検査を行っ
ています。ただボタンを押しているだけではありません。
MRI操作風景
脳梗塞かどうか不安な方は、脳神経外科を受診してください。
T１強調画像

T２強調画像

磁化率強調画像

磁化率強調画像を追加した事で出血のあとが診断できた症例
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くすりになるおはなし
（13）
薬剤師

瀬川

誠

軟膏とクリームの違いについて
◎ぬりぐすりには、大きく分けて軟膏とクリームがあります。見た目に大きな違いはありませんが、
それぞれに特徴があり、皮膚の症状にあわせて処方されています。
◎軟膏は、水をはじく性質のあるワセリン、
パラフィン、
ミツロウなどから作られています。
「くすり」
の成分はその中に均一に溶解されています。
◎クリームは、油性成分と水性成分からできていますが、分離しやすいので乳化剤といわれる添加物
が加えてあります。たとえば、マヨネーズは、食用油（油性成分）と酢（水性成分）に卵黄（乳化
剤）を入れることで分離しないようにしています。
◎軟膏とクリームの違いは次のとおりです。
長所

短所

皮膚への刺激が少ない。

軟膏

ベタベタしている。

皮膚を乾燥から守る。
ベタつきがなく、さらさらしている。

クリーム

皮膚へ浸透しやすい。

傷口や粘膜に塗ると刺激になりやすい。

◎市販薬のぬりぐすりを購入する際、軟膏またはクリームのどちらが良いか分か
らないときは、薬剤師に聞いてみてください。
◎軟膏、クリームのチューブに使用期限が記載されていますが、未開封の時の使
用期限です。開封してから「くすり」の劣化が始まります。長い間使用してい
ない軟膏、クリームは品質が低下している可能性が高いので使用しないでくだ
さい。

《各種放射線検査・上部内視鏡の電話予約等のご案内》
地域医療機関の先生方から、放射線・内視鏡等の検査のご予約を電話でお取り頂けます。
当院で実施可能な放射線・内視鏡等の検査について、患者さんの手続きおよび待ち時間等の負担の軽減を図ります。
検査が終了した時点で診断結果を的確にご報告いたします。
■提供できる検査項目

■お申し込み方法

・放射線
CT
MRI MRI、MR アンギオ、MRCP
RI 骨、腫瘍、甲状腺、レノグラム、脳 SPECT、
心臓 SPECT（負荷なし）
・内視鏡検査（上部消化管）

下記までお電話をお願い致します。担当係が迅速に対応させて頂きます。

・脈波伝搬速度

にしさいたまちゅうおう

【放射線科受付】
放射線科予約 電 話 04-2948-1111（内線 522）
ＦＡＸ 04-2948-2118
上部内視鏡検査【地域医療連携室】
脈波伝搬速度 電 話 04-2948-1138（連携室直通）
その他の検査 ＦＡＸ 04-2948-2118
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斉藤室長の健康ワンポイント講座
＜買って満足していませんか？～タニタ食堂の本について～＞

Part.15

栄養管理室長

斉藤

由理

「にしさいたまちゅうおう」をご覧の皆さん、いつもご愛読ありがとうございます。
前回は人気の塩麹でしたが、今回も話題のひとつ「タニタ食堂」を取り上げてみたいと思います。
患者さんの中で
「タニタ食堂」の料理本を買い、健康料理に挑戦した話を良くお聞きします。しかし、
残念ながらその後、料理を続けられない方が大半です。しかも、続編が出ると、
また本を購入しながら料理をすることはありません。この現象は健康器具の
購入者に似ている気がします。おそらく「買って満足（安心）派」ですね。
料理体験はしていないのに、栄養を気にしているフリに過ぎません。運動も
いつか始める気持ちだけでは健康行動に結びつきません。実は私もその１人
で、寒さを理由に継続的な運動はしていません。春になったら…？さて、い
つにしようか…？くらいの気持ちでいます。ダメですね。
「タニタ食堂」について、私なりに評価してみました。
＜疑問１＞準備食材が自宅にあるものだけで作れない料理ではないか？
これまで目にしたことのない野菜や調味料を買ったが、２度目を作らぬまま期限切れで捨てるハメ
になる→もったいないから、もう作るのは止めようという気持ちが働きやすい。
＜疑問２＞食べてみたが、これまで慣れ親しんだ調理や味つけでなく、不満足なのでは？
また食べてみたい気持ちが薄らぐ。別の料理ページや次の本に目移りしやすい誌面作りがアダとなり、タニタ食堂シリーズ
本は見て楽しむ大衆娯楽本化している。
＜疑問３＞ものめずらしさでやってみたいだけではないか？
タニタファンは新しいことは取りあえず何でもやってみるが、次々と乗り替えていくタイプがハマりやすい。流行に流され
やすい人は熱しやすく冷めやすい。
どうでしょう？あなたやあなたの周りにこのような人は必ずいるはずです。前号の塩麹でも触れましたが、料理に対し抵抗
感の強い人がタニタ食堂をマネてみたくなるようです。もっとシンプルな料理こそ、その方の自炊支援につながると私は考え
ます。病院食はまさにその実例です。レストランとは違い、派手さや高級感はありません。タニタ食堂ほど凝ったメニューも
ありません。
栄養指導では、おひとりおひとりの生活や希望に合わせた食事提案をしています。顔を合わせてお話しする個人面接は「タ
ニタ食堂」を読んだだけではわからない疑問が解決できると患者さんは話されます。常に栄養に関する情報をご自身で更新し
ながら、栄養指導を楽しみに長くお越し頂いています。私もそのような元気印で帰られる患者さんを見送る際、胸が熱くなり
ます。
当院に診察に来られたことがなくても、かかりつけ医の紹
介で栄養指導を受けることができます。
「診察はかかりつけ
医で、栄養指導は当院で」を継続している病院は全国でも珍
しいと聞きます。実際、
「息子は受診していないが、栄養指
導を受けさせたい」と受診中のご家族からご相談を頂くこと
もあります。どうぞ、地域のかかりつけ医へご相談下さい。

／
／

小手指駅南口 : 早稲田大学･宮寺西･箱根ケ崎駅(病院経由）
バス10分(西埼玉中央病院下車）

ところバス右回り７分（同上）

で
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